
平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

1H30.4.2 H30.4.13Ｈ26.12.14執行の第47回衆議院議員総選挙に
おける、以下の候補者の「選挙運動費用収支
報告書」（提出の全回分。領収書は除く）・○○
○○

平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙における次
の候補者の選挙運動費用収支報告書（提出の全回（第1
回）分）・○○○○

一部開示 1 選管 選挙管理委員会

2H30.4.2 H30.4.5 最新の所管区域内の届出のある飼育動物診
療施設の開設者名、施設名、住所、その他付
加情報

山梨県内の動物診療施設開設届一覧のうち開設者名、施
設名、住所

全部開示 農政 畜産課

3H30.4.2 H30.4.4 実施設計単価表（電子的記録）のうち、産業廃
棄物処理単価が掲載された部分（最新のもの）

実施設計単価表（電子的記録）のうち、産業廃棄物処理単
価が掲載された部分（最新のもの）

一部開示 1 県土整備 技術管理課

4H30.4.3 - 建設業許可名簿(平成30年3月末現在) 取下げ 1県土整備 建設業対策室

5H30.4.4 H30.4.10・道路整備課-17-0034一般国道411号金運橋
(仮称)上部工事の1(明許)他1件の実施設計書
【金入り】(本工事費・工種明細書・科目明細書・
施工単価表)

・道路整備課-17-0034一般国道411号金運橋(仮称)上部工
事の1(明許)他1件の実施設計書【金入り】(本工事費・工種
明細書・科目明細書・施工単価表)

一部開示 1 県土整備 道路整備課

6H30.4.4 H30.4.5 契約番号：富東建設事-18-0025名称：県道上
野原丹波山線外1路線道路維持管理業務委託
上記の金入りの実施設計書、見積参考資料

富東建設事-18-0025県道上野原丹波山線外1路線道路維
持管理業務委託に係る実施設計書、見積参考資料

全部開示 県土整備 富士・東部建設事務
所

7H30.4.4 H30.4.18旧優生保護法にかかる県資料すべて ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
て」・昭和50年度第1回優生保護審査会議事録・起案文書
「昭和50年度第2回優生保護審査会結果について」・訪問
記録

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

8H30.4.5 H30.4.17県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年3月6日から平成30年4月5日までに受理
した｢廃止届の写し、または廃止がわかる書面
の写し｣または廃止施設一覧

平成30年3月6日から平成30年4月5日までの間の薬局、医
薬品販売業の廃止施設一覧（電磁的記録）のうち業種、施
設名称、施設所在地、開設者氏名、開設者住所（法人の場
合）、廃止日、届出受理日に係る部分

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

9H30.4.5 H30.4.20県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年3月6日から平成30年4月5日まで
に受理した｢廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し｣または廃止施設一覧

中北保健所管内（峡北支所を除く）における病院廃止届け
等。ただし、平成30年3月6日から平成30年4月5日までのも
の。

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

10H30.4.5 H30.4.11県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年3月6日から平成30年4月5日まで
に受理した｢廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し｣または廃止施設一覧

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成30年3月6日から平成30年4月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

11H30.4.5 H30.4.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年3月6日から平成30年4月5日まで
に受理した｢廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し｣または廃止施設一覧

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年3月6日から平成30年4月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡東保健福祉事務所

12H30.4.5 H30.4.10県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年3月6日から平成30年4月5日まで
に受理した｢廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し｣または廃止施設一覧

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年3月6日から平成30年4月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 峡南保健福祉事務所

13H30.4.5 H30.4.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年3月6日から平成30年4月5日まで
に受理した｢廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し｣または廃止施設一覧

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成30年3月6日から平成30年4月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

番号 請求日 対象行政文書の名称決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局決定内容
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14H30.4.5 - 教員採用試験過去問題集過去3年分 取下げ 1教委 義務教育課

15H30.4.6 H30.4.16中北建設事17-0006一般国道358号外道路維
持管理業務委託（6ブロック）の公共工事の金
入り設計書

中北建設事17-0006一般国道358号外道路維持管理業務
委託（6ブロック）の公共工事の実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

16H30.4.9 H30.4.12県所管の平成30年1月1日から平成30年3月31
日で新規開設の届け出のあった施術所一覧の
施設名称、所在地、電話番号、開設者、開設
日、業務の種類の分かるもの

中北保健所（峡北支所を除く）に係る平成30年1月1日から
平成30年3月31日までの施術所名称、所在地、電話番号、
開設者、開設日、業務の種類の各欄新規開設の届け出が
あった施術所

一部開示 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

17H30.4.9 H30.4.16県所管の平成30年1月1日から平成30年3月31
日で新規開設の届け出のあった施術所一覧の
施設名称、所在地、電話番号、開設者、開設
日、業務の種類の分かるもの

中北保健所峡北支所に係る平成30年1月1日から平成30年
3月31日までの施術所名称、所在地、電話番号、開設者、
開設日、業務の種類の各欄新規開設の届け出があった施
術所

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

18H30.4.9 H30.4.23県所管の平成30年1月1日から平成30年3月31
日で新規開設の届け出のあった施術所一覧の
施設名称、所在地、電話番号、開設者、開設
日、業務の種類の分かるもの

峡東保健所に係る平成30年1月1日から平成30年3月31日
までの施術所名称、所在地、電話番号、開設者、開設日、
業務の種類の各欄新規開設の届け出があった施術所

全部開示 福祉保健 峡東保健福祉事務所

19H30.4.9 H30.4.10県所管の平成30年1月1日から平成30年3月31
日で新規開設の届け出のあった施術所一覧の
施設名称、所在地、電話番号、開設者、開設
日、業務の種類の分かるもの

峡南保健所に係る平成30年1月1日から平成30年3月31日
までの施術所名称、所在地、電話番号、開設者、開設日、
業務の種類の各欄新規開設の届け出があった施術所

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

20H30.4.9 H30.4.20県所管の平成30年1月1日から平成30年3月31
日で新規開設の届け出のあった施術所一覧の
施設名称、所在地、電話番号、開設者、開設
日、業務の種類の分かるもの

富士・東部保健所に係る平成30年1月1日から平成30年3月
31日までの施術所名称、所在地、電話番号、開設者、開設
日、業務の種類の各欄新規開設の届け出があった施術所

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

21H30.4.9 H30.4.27峡東建設事-17-0065一般県道鴬宿上曽根線
舗装工事の実施設計書（金入設計書）と見積
参考資料

峡東建設事-17-0065一般県道鴬宿上曽根線舗装工事の
実施設計書・見積参考資料

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

22H30.4.9 H30.4.27峡東建設事-17-0151主要地方道白井甲州線
外舗装工事（明許）の実施設計書（金入設計
書）と見積参考資料

峡東建設事-17-0151主要地方道白井甲州線外舗装工事
（明許）の実施設計書・見積参考資料

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

23H30.4.9 H30.4.27峡東建設事-18-0009一般国道411号外緊急舗
装補修業務委託工事の実施設計書（金入設計
書）と見積参考資料

峡東建設事-18-0009一般国道411号外緊急舗装補修業務
委託工事の実施設計書・見積参考資料

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

24H30.4.9 H30.4.27峡東建設事-18-0010一般国道137号外緊急舗
装補修業務委託工事の実施設計書（金入設計
書）と見積参考資料

峡東建設事-18-0010一般国道137号外緊急舗装補修業務
委託工事の実施設計書・見積参考資料

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

25H30.4.10H30.4.19・事業報告書・貸借対照表・損益計算書※財産
目録と監事監査報告書は不要【対象】・リスト中
の病院を経営する医療法人・29年3月31日決算
のもの

開示請求書の医療法人リスト（2）記載の医療法人の事業
報告書、貸借対照表及び損益計算書（平成29年3月31日に
決算期を迎えたもの）

全部開示 福祉保健 医務課

26H30.4.11H30.4.25「開示請求リストの告示区間に関する平面図及
び位置図(平面図縮尺1/500-1/2000程度)

道路の区域変更・供用開始・供用廃止に係る位置図及び
平面図

全部開示 県土整備 道路管理課
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27H30.4.11H30.4.24県職員による飲酒直後の不祥事・問題行動に
関する全ての文書（教職員を含む)2015年～
2018年の間のもの

飲酒直後の不祥事・問題行動一覧（平成27年1月1日以降
のもの）

一部開示 1 総務 人事課

28H30.4.11H30.4.24県職員による飲酒直後の不祥事・問題行動に
関する全ての文書（教職員を含む)2015年～
2018年の間のもの

懲戒処分一覧、人事管理上の処分一覧（電磁的記録のう
ち）、平成27年から平成30年における飲酒に係る処分に関
する部分。

一部開示 1 教委 教育庁総務課

29H30.4.12H30.4.242018年4月現在の山梨県歯科技工士会開設届
の氏名、開設年月日、施設名称等

平成30年4月12日現在、開設届のあった県内歯科技工所
一覧

全部開示 福祉保健 医務課

30H30.4.12H30.4.25甲斐市菖蒲澤外地内で地内平成29年11月8日
付山梨県指令森整第1138号-1で許可した林地
開発許可申請書に関する書類のうち、・防災計
画図、・防災施設設計図

甲斐市菖蒲澤外地内で地内平成29年11月8日付山梨県指
令森整第1138号-1で許可した林地開発許可申請書に関す
る書類のうち、・防災計画図、・防災施設設計図

一部開示 1 1 森林環境 森林整備課

31H30.4.12H30.4.17耕地課-17-0014山風呂地区水路トンネル工事
（一部債務）他1件に係る金入り設計書

耕地課-17-0014山風呂地区水路トンネル工事（一部債務）
他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

32H30.4.12H30.4.26・平成25年度に実施された山梨県立県民文化
ホール指定管理者募集の際、現指定管理者が
提出した書類（様式2）全部他

・指定管理業務の実施に関する計画書（様式2）・平成27年
度山梨県立県民文化ホール事業報告書

一部開示 1 1 県民生活 生涯学習文化課

33H30.4.12H30.4.26平成22年10月14日付建設業許可申請書のうち
の建設業許可申請書表紙、経営業務の管理責
任者証明書、許可申請者の略歴書山梨県韮崎
市○○○○(有)○○○○

有限会社○○○○に係る建設業許可申請書（平成22年10
月14日受理分）のうちの次の文書・建設業許可申請書表
紙・経営業務の管理責任者証明書・許可申請者の略歴書

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

34H30.4.13H30.4.25「開示請求リストの告示区間に関する平面図及
び位置図(平面図縮尺1/500-1/2000程度)

道路の区域変更・供用開始・供用廃止に係る位置図及び
平面図・道路の供用開始（Ｈ30.4.15供用）一般県道富士吉
田西桂線

全部開示 県土整備 道路管理課

35H30.4.13H30.4.23平成30年2月1日から平成30年3月末日までの
間に食品衛生法に基づき新規営業許可を取得
した営業所の①屋号、業種②営業所所在地③
営業所電話番号他

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成30年2
月1日から平成30年3月末日までに飲食店営業及び喫茶店
営業の許可を受けた営業所（自動販売機、営業自動車を
除く）に係る業種大区分、屋号、営業所住所他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

36H30.4.13H30.4.23平成30年3月31日の時点において食品衛生法
に基づき新規営業許可を取得した営業所の①
屋号、業種②営業所所在地他

食品営業許可台帳一覧表（電磁的記録）のうち平成30年3
月31日現在で飲食店営業及び喫茶店営業の許可を受けて
いる営業所（自動販売機、営業自動車を除く）に係る業種
大区分、屋号、営業所住所他

一部開示 1 1 福祉保健 衛生薬務課

37H30.4.13H30.4.24建築基準法第12条に基づく定期報告台帳平成
30年3月31日時点の特定建築物の建物名称、
建物所在地が記載されたリスト

建築基準法に基づく定期報告台帳（平成30年3月31日時
点）（電磁的記録）

一部開示 1 県土整備 建築住宅課

38H30.4.16H30.5.16私立通信制高校（○○○○高等学校、○○○
○高等学校）2校の学校設置審議および学校
設置認可に関する資料他

私立通信制高校（○○○○高等学校、○○○○高等学校）
2校の学校設置審議および学校設置認可に関する資料他

一部開示 1 1 1 県民生活 私学・科学振興課

39H30.4.17H30.4.27①北富士演習場内山梨県恩賜県有財産の使
用許可書②同上土地賃貸借契約書いずれも30
年更新分③上記に付随する富士吉田市外2ｹ
村恩賜県有財産保護組合長の同意書

①北富士演習場内山梨県恩賜県有財産の使用許可書②
同上土地賃貸借契約書いずれも30年更新分③上記に付随
する富士吉田市外2ｹ村恩賜県有財産保護組合長の同意
書

全部開示 森林環境 県有林課
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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８条
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他
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不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局決定内容

40H30.4.17H30.4.24飼育動物診療施設開廃業の届け出Ｈ29年度中
に新規に開設届を提出された動物診療施設一
覧Ｈ29年度中に廃止届を提出された飼育動物
診療施設一覧ない場合は、廃止数のみ

山梨県内の動物診療施設一覧のうち①平成29年度に新規
に開設届を提出した施設に係る開設年月日・施設名・施設
住所・開設者氏名・施設電話番号・施設FAX番号

一部開示 1 農政 畜産課

41H30.4.17H30.4.19山梨県土整備部平成30年4月実施設計単価表
（処分費が含まれるもの）

平成30年度実施設計単価表（平成30年4月）（電磁的記録） 一部開示 1 1 県土整備 技術管理課

42H30.4.17H30.4.25富東農務事富東農務事-17-0052大月北部地
区駒宮農道舗装工事に係る金入り設計書

富東農務事富東農務事-17-0052大月北部地区駒宮農道
舗装工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士・東部農務事務
所

43H30.4.17H30.4.25・峡東農務事峡東農務事-17-0094黒駒東地区
農道4号付帯工事に係る金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-17-0094黒駒東地区農道4号付
帯工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

44H30.4.17H30.5.1 ・中北農務事中北農務事-17-0125武田の里地
区鍋山営農飲雑用水施設工事他2件に係る金
入り設計書

・中北農務事中北農務事-17-0125武田の里地区鍋山営農
飲雑用水施設工事他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

45H30.4.17H30.4.26・峡東林環事峡東林環事-17-0161林道源次郎
線開設工事（明許）に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-17-0161林道源次郎線開設工事
（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

46H30.4.17H30.4.27・森林整備課富東林環事森林整備課-17-0001
野田尻土砂流出防止対策工事（明許）に係る
金入り設計書

・森林整備課富東林環事森林整備課-17-0001野田尻土砂
流出防止対策工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

47H30.4.17H30.4.23・中北林環事中北林環事-17-0175林道南アル
プス線（夜叉神工区）改良工事（明許）他2件に
係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-17-0175林道南アルプス線（夜
叉神工区）改良工事（明許）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

48H30.4.17H30.5.15・営繕課営繕課-17-0152南都留合同庁舎建設
工事（継続）他4件に係る金入り設計書

・営繕課営繕課-17-0152南都留合同庁舎建設工事（継続）
他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

49H30.4.17H30.4.25・峡南建設事峡南建設事-17-0211一般県道遅
沢静川線道路改良工事（明許）他6件に係る金
入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0211一般県道遅沢静川線道
路改良工事（明許）他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

50H30.4.17H30.4.25・富東建設事富東建設事-17-0410桂川河川工
事（明許）他9件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0410桂川河川工事（明許）他
9件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

51H30.4.17H30.4.26・富東建設事富東建設事-17-0330一般県道鳴
沢富士河口湖線道路改良工事（明許）他4件に
係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0330一般県道鳴沢富士河口
湖線道路改良工事（明許）他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所吉田支所

52H30.4.17H30.4.25・新環状建設新環状建設-17-0082国道140号
（新山梨環状道路東部区間1期）道路改良工事
（明許）に係る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-17-0082国道140号（新山梨環状
道路東部区間1期）道路改良工事（明許）に係る実施設計
書

全部開示 県土整備 新環状道路建設事務
所
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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53H30.4.17H30.4.27・中北建設事中北建設事-17-0376鎌田川河川
工事（明許）他5件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0376鎌田川河川工事（明許）
他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

54H30.4.17H30.4.24・中北建設事中北建設事-17-0359国道141号
道路改良工事（明許）他6件に係る金入り設計
書

・中北建設事中北建設事-17-0359国道141号道路改良工
事（明許）他6件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

55H30.4.17H30.4.27・峡東建設事峡東建設事-17-0134一般国道
140号鶏冠山大橋耐震補強工事（明許）他1件
に係る金入り設計書

・峡東建設事峡東建設事-17-0134一般国道140号鶏冠山
大橋耐震補強工事（明許）他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

56H30.4.17H30.4.19・中部推進中部推進-17-0020一般県道割子切
石線中富IC下田原40工区舗装工事（明許）他1
件に係る金入り設計書

・中部推進中部推進-17-0020一般県道割子切石線中富IC
下田原40工区舗装工事（明許）他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所

57H30.4.17H30.4.25・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0023
主要地方道南アルプス公園線中尾澤橋耐荷補
強工事（明許）に係る金入り設計書

・道路管理課峡南建設事道路管理課-17-0023主要地方道
南アルプス公園線中尾澤橋耐荷補強工事（明許）に係る実
施設計書

一部開示 1 県土整備 道路管理課

58H30.4.17H30.4.27新土木設計積算システムにおける実施設計単
価のコード一覧表（平成30年4月及び平成29年
4月）

新土木設計積算システムにおける実施設計単価のコード
一覧表（平成30年4月及び平成29年4月）

一部開示 1 県土整備 技術管理課

59H30.4.17H30.4.26・道路整備課富東建設事道路整備課-17-0029
国道139号道路工事（一部債務）に係る金入り
設計書

・道路整備課富東建設事道路整備課-17-0029国道139号
道路工事（一部債務）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

60H30.4.17H30.4.19・流域下水道流域下水道-17-0055桂川流域下
水道桂川2号幹線管きょ防護工事（明許）他1件
に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-17-0055桂川流域下水道桂川2
号幹線管きょ防護工事（明許）他1件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 流域下水道事務所

61H30.4.18H30.5.15営繕課営繕課-13-0047消防学校教育管理・宿
泊棟他建設電気設備工事（継続）他4件に係る
金入り設計書

営繕課営繕課-13-0047消防学校教育管理・宿泊棟他建設
電気設備工事（継続）他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

62H30.4.19H30.4.27峡東建設事-17-0141一般国道411号道路防災
工事（明許）・設計書（金入り）一式

峡東建設事-17-0141一般国道411号道路防災工事（明
許）・設計書（金入り）

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

63H30.4.19H30.4.26道路整備課-17-0015国道300号道路工事（一
部債務）・設計書（金入り）一式

道路整備課-17-0015国道300号道路工事（一部債務）の実
施設計書（金入り）

一部開示 1 県土整備 道路整備課

64H30.4.20H30.5.1 県内の過去5年間の小動物診療施設の新規開
業件数

山梨県内の過去5年間の小動物診療施設の新規開業件数 全部開示 農政 畜産課

65H30.4.23H30.5.1 平成30年1月1日から平成30年3月31日の間に
県内全県税事務所にて届出を受理した「法人
設立届出書」

法人設立届一覧（平成30年1月～平成30年3月受理分） 一部開示 1 総務 総合県税事務所
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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担当課等 備考担当部局決定内容

66H30.4.23H30.5.1 先日、『○○新聞』に下記の記事が掲載された
県の優生保護審査会の昭和50（1975）年度の
起案文書や議事録などと同じ内容の資料

・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
て」・昭和50年度第1回優生保護審査会議事録・起案文書
「昭和50年度第2回優生保護審査会結果について」・訪問
記録

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

67H30.4.24H30.5.1 県の優生保護審査会の1975年度の会議録等 ・起案文書「昭和50年第1回優生保護審査会の開催につい
て」・昭和50年度第1回優生保護審査会議事録・起案文書
「昭和50年度第2回優生保護審査会結果について」・訪問
記録

一部開示 1 福祉保健 健康増進課

68H30.4.25H30.5.8 ○○が、通知を受けた「平成21年度土地改良
事業補助金の交付決定について」に関し、○○
が提出した1補助事業完成検査報告2平成21年
度土地改良事業等補助金実績報告書

平成21年度工事完成届他 一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

69H30.4.25H30.5.8 道路整備課-17-0019一般県道富士吉田西桂
線笹子橋上部工製作架設工事（一部債務）の
実施設計書（金入り設計書）

道路整備課-17-0019一般県道富士吉田西桂線笹子橋上
部工製作架設工事（一部債務）の実施設計書（金入り設計
書）

全部開示 県土整備 道路整備課

70H30.4.26H30.5.10液化石油ガス販売事業廃止届出書(収授簿)販
売店名、住所、廃業時期2013年4月1日から
2018年4月26日の販売店名、所在した市町村、
廃業届日

液化石油ガス販売事業の廃止について（2013年4月1日～
2018年4月26日までに提出されたもの）

一部開示 1 1 防災 消防保安課

71H30.4.27H30.5.14○○○○株式会社富士河口湖町○○○○決
算後変更届「H27.6、H28.6、H29.6」の3期分

○○○○株式会社に係る平成27年6月期、平成28年6月期
及び平成29年6月期の決算変更届出書

一部開示 1 1 県土整備 建設業対策室

72H30.5.7 - 平成30年度山梨県広告事業「山梨県ホーム
ページへの広告掲載取扱」における予定価格
がわかる文書

取下げ 1総合政策 広聴広報課

73H30.5.7 - 平成30年度山梨県広告事業「山梨県広報誌へ
の広告掲載取扱」における予定価格がわかる
文書

取下げ 1総合政策 広聴広報課

74H30.5.7 H30.5.8 山梨県森林環境部の積算基準における施工単
価コード一覧表一式

条件単価一覧表（電磁的記録）（平成30年5月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課

75H30.5.7 H30.5.22県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年4月6日から平成30年5月5日までに受理
した「廃止届の写し、または廃止がわかる書面
の写し」または廃止施設一覧

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成30年4月6
日から平成30年5月5日までに受理した「廃止届の写し、ま
たは廃止がわかる書面の写し」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

76H30.5.7 H30.5.18県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年4月6日から平成30年5月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

中北保健所（峡北支所を除く）管内における病院廃止届け
等。ただし、平成30年4月6日から平成30年5月5日までのも
の。

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

77H30.5.7 H30.5.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年4月6日から平成30年5月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成30年4月6日から平成30年5月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

78H30.5.7 H30.5.16県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年4月6日から平成30年5月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年4月6日から平成30年5月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡東保健福祉事務所
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79H30.5.7 H30.5.11県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年4月6日から平成30年5月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年4月6日から平成30年5月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

80H30.5.7 H30.5.9 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年4月6日から平成30年5月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成30年4月6日から平成30年5月5日までのもの。

一部開示 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

81H30.5.8 H30.5.14峡東林環事-18-0005林道川上牧丘線外9路線
維持管理業務委託他2件に係る金入り設計書

峡東林環事-18-0005林道川上牧丘線外9路線維持管理業
務委託他2件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡東林務環境事務所

82H30.5.8 H30.5.16中北林環事-18-0010林道小森川線外11路線
維持管理業務委託他2件に係る金入り設計書

中北林環事-18-0010林道小森川線外11路線維持管理業
務委託他2件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

83H30.5.8 H30.5.10大規模小売店舗立地法の届け出に係る縦覧
書類のうち○○○○新設届出○○○○店の届
出書

大規模小売店舗立地法の届け出に係る縦覧書類のうち○
○○○新設届出○○店の届出書「基本届出事項について
記載された概要部分」添付資料「広域見取図」「周辺見取
図」「平面図・建物配置図」

全部開示 産業労働 商業振興金融課

84H30.5.8 H30.5.22解体工事登録名簿 解体工事業者登録名簿（平成30年5月8日現在） 全部開示 県土整備 建設業対策室

85H30.5.8 H30.6.7 ・山梨県立フラワーセンターの平成25年度指定
管理者選定時におけるハイジの村の事業計画
書及び収支計画書他

・山梨県立フラワーセンターの平成25年度指定管理者選定
時におけるハイジの村の事業計画書及び収支計画書他

一部開示 1 1 農政 花き農水産課

86H30.5.8 H30.5.16笛吹市藤垈地籍のリニア残土活用埋立造成地
の構造図面、谷軸線方向の縦断面図、同軸線
と直交方向の縦断面図、いずれも水抜き積み
重ね方法、支保などわかるもの平面図

「残土処理場計画平面図」「残土処理場側線図」「残土処理
場標準断面図」「八乙女沢土工横断面図」「ハザマン沢土
工横断面図」

全部開示 リニア リニア推進課

87H30.5.10H30.5.23中北建設事-16-0118一般国道358号災害防除
工事（その3）他8件に係る実施設計書（金入
り）、見積参考資料（金抜き）

中北建設事-16-0118一般国道358号災害防除工事（その
3）他8件に係る実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜
き）

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

88H30.5.10H30.5.23道路整備課-17-0037国道140号（新山梨環状
道路東部区間1期）道路改良工事（明許）上記
の実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜
き）

道路整備課-17-0037国道140号（新山梨環状道路東部区
間1期）道路改良工事（明許）上記の実施設計書（金入り）、
見積参考資料（金抜き）

一部開示 1 県土整備 道路整備課

89H30.5.10H30.5.16新環状建設-17-0082国道140号（新山梨環状
道路東部区間1期）道路改良工事（明許）に係
る実施設計書（金入り）、見積参考資料（金抜
き）

新環状建設-17-0082国道140号（新山梨環状道路東部区
間1期）道路改良工事（明許）に係る実施設計書（金入り）、
見積参考資料（金抜き）

全部開示 県土整備 新環状道路建設事務
所

90H30.5.11H30.5.24・営繕課営繕課-17-0174南都留合同庁舎建設
機械設備工事（継続）他5件に係る金入り設計
書

・営繕課営繕課-17-0174南都留合同庁舎建設機械設備工
事（継続）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

91H30.5.11H30.5.23・富東林環事富東林環事-18-0017大淵左支小
規模治山工事他13件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0017大淵左支小規模治山工
事他13件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士東部林務環境事
務所

7 / 15 ページ
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92H30.5.11H30.5.28・峡東林環事峡東林環事-17-0179白張沢治山
工事（明許）他14件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-17-0179白張沢治山工事（明許）
他14件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

93H30.5.11H30.5.22・峡南林環事峡南林環事-17-0145林業専用道
赤石高下支線1号支線開設工事（全部債務）他
5件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-17-0145林業専用道赤石高下支
線1号支線開設工事（全部債務）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

94H30.5.11H30.5.18・中北林環事中北林環事-17-0207平石沢治山
工事（明許）他13件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-17-0207平石沢治山工事（明許）
他13件に係る実施設計書

一部開示 1 森林環境 中北林務環境事務所

95H30.5.11H30.6.4 ・峡東建設事峡東建設事-17-0146押手沢急傾
斜地崩壊防止工事（明許）他20件に係る金入り
設計書

・峡東建設事峡東建設事-17-0146押手沢急傾斜地崩壊防
止工事（明許）他20件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

96H30.5.11H30.5.25・峡南建設事峡南建設事-17-0223船久保急傾
斜地崩壊対策工事（明許）他17件に係る金入り
設計書

・峡南建設事峡南建設事-17-0223船久保急傾斜地崩壊対
策工事（明許）他17件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

97H30.5.11H30.5.24・新環状建設新環状建設-17-0091(主)韮崎南
アルプス中央線橋梁補修工事（明許）他3件に
係る金入り設計書

・新環状建設新環状建設-17-0091(主)韮崎南アルプス中
央線橋梁補修工事（明許）他3件に係る金入り設計書

一部開示 1 県土整備 新環状道路建設事務
所

98H30.5.11H30.5.25・中北建設事中北建設事-17-0419鎌田川3工
区河川工事（明許）他16件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0419鎌田川3工区河川工事
（明許）他16件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

99H30.5.11H30.5.25・中北建設事中北建設事-17-0404和入沢砂防
工事（明許）他7件に係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-17-0404和入沢砂防工事（明許）
他7件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所峡北
支所

100H30.5.11H30.5.25・道路整備課峡東建設事道路整備課-17-0034
一般国道411号金運橋（仮称）上部工事の1（明
許）他4件に係る金入り設計書

・道路整備課峡東建設事道路整備課-17-0034一般国道
411号金運橋（仮称）上部工事の1（明許）他4件に係る実施
設計書

一部開示 1 県土整備 道路整備課

101H30.5.11H30.5.28・富東建設事富東建設事-17-0412堀之内急傾
斜地崩壊対策工事（明許）他15件に係る金入り
設計書

・富東建設事富東建設事-17-0412堀之内急傾斜地崩壊対
策工事（明許）他15件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士東部建設事務所

102H30.5.11H30.5.25・富東建設事富東建設事-17-0376都市計画道
路船津小海線浸透施設設置工事(明許)他10件
に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-17-0376都市計画道路船津小海
線浸透施設設置工事(明許)他10件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士東部建設事務所
吉田支所

103H30.5.11H30.5.17・流域下水道流域下水道-17-0049桂川流域下
水道桂川2-1号幹線機械設備工事（明許）他4
件に係る金入り設計書

・流域下水道流域下水道-17-0049桂川流域下水道桂川2-
1号幹線機械設備工事（明許）他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

104H30.5.11H30.5.28・砂防課富東建設事砂防課-17-0003沢上沢砂
防工事（明許）に係る金入り設計書

・砂防課富東建設事砂防課-17-0003沢上沢砂防工事（明
許）に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 砂防課
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105H30.5.11H30.5.15・峡東農務事峡東農務事-17-0099一宮南部地
区農道9・13号（第1区）舗装工事（明許）に係る
金入り設計書

・峡東農務事峡東農務事-17-0099一宮南部地区農道9・13
号（第1区）舗装工事（明許）に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

106H30.5.11H30.5.17・富東農務事富東農務事-17-0060富士西麓高
原地区農道10号その1工事(明許)に係る金入り
設計書

・富東農務事富東農務事-17-0060富士西麓高原地区農道
10号その1工事(明許)に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 富士東部農務事務所

107H30.5.11H30.5.17・峡南農務事峡南農務事-17-0068南部地区成
島3工区ほ場整備工事（明許）他2件に係る金
入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-17-0068南部地区成島3工区ほ
場整備工事（明許）他2件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

108H30.5.11H30.5.25・中北農務事中北農務事-17-0130天王原地区
区画整理舗装（その4）工事（明許）他5件に係る
金入り設計書

・中北農務事中北農務事-17-0130天王原地区区画整理舗
装（その4）工事（明許）他5件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 中北農務事務所

109H30.5.11H30.5.15・耕地課富東農務事耕地課-17-0014山風呂地
区水路トンネル工事（一部債務）他1件に係る
金入り設計書

・耕地課富東農務事耕地課-17-0014山風呂地区水路トン
ネル工事（一部債務）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 耕地課

110H30.5.14- 厚生局へ届出されているすべての整骨院、整
体院、鍼灸院の施術管理者名と施設情報（施
設名、住所等）また、届けられている国家資格
名とその国家資格免許番号

取下げ 1福祉保健 医務課

111H30.5.14H30.6.13山梨県リニア交通局のリニア用地事務所が実
施する用地取得に関する書類すべて。また、Ｊ
Ｒ東海と県との双方向での用地取得に関する
方針や計画などを記した書類すべて。

中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る用地取得事務の
委託に関する協定他

一部開示 1 リニア リニア用地事務所

112H30.5.15H30.5.29山梨県内宿泊施設の旅館業法の営業許可に
関する次の事項について営業施設の名称およ
び所在地、客室数他

旅館業許可取得施設一覧表（電磁的記録）のうち、営業種
別、施設名称、施設所在地、経営者氏名（法人にあっては
名称及び代表者名）、経営者住所、客室数、許可年月日

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

113H30.5.15H30.6.12○○ホテルの旅館業法の営業許可に関する次
の事項・営業施設の名称および所在地・営業
許可主体の名称（会社名・代表者名）・営業者
の住所他

旅館台帳、旅館業営業許可申請書、変更届出書 一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部福祉保健
事務所

114H30.5.15H30.5.28県土整備部【峡南建設事-17-0205】「身延川砂
防工事（明許）」他11件に係る実施設計書

県土整備部【峡南建設事-17-0205】「身延川砂防工事（明
許）」他11件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

115H30.5.15H30.5.25実施設計書【道路整備課-17-0018】「国道300
号道路工事（一部債務）」

実施設計書【道路整備課-17-0018】「国道300号道路工事
（一部債務）」

一部開示 1 県土整備 道路整備課

116H30.5.15H30.5.25実施設計書【道路管理課-16-0014】「（主）南ア
ルプス公園線道路災害復旧工事（明許）」

実施設計書【道路管理課-16-0014】「（主）南アルプス公園
線道路災害復旧工事（明許）」

一部開示 1 県土整備 道路管理課

117H30.5.16H30.5.24「開示請求リストの告示区間に関する平面図及
び位置図(平面図縮尺1/500-1/2000程度)

道路の区域変更・供用開示・供用廃止に係る位置図及び
平面図・道路の供用開始（H30.4.18供用）一般国道140号
（H30.5.7供用）主要地方道笛吹市川三郷線

全部開示 県土整備 道路管理課
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118H30.5.16H30.6.15平成25年度山梨県森林公園金川の森指定管
理者の募集及び審査にかかる文書・資料1○
○○○など、応募5団体からの提案書2審査経
過、審査結果の詳細にかかる文書・資料

平成25年度山梨県森林公園金川の森指定管理者の募集
及び審査にかかる文書・資料1○○○○など、応募5団体
からの提案書2審査経過、審査結果の詳細にかかる文書・
資料

一部開示 1 1 森林環境 県有林課

119H30.5.17H30.5.25山梨県内の｢病院｣｢診療所｣｢歯科病院｣｢歯科
診療所｣の施設名称､所在地､開設者､電話番号
の4項目｡

・病院一覧・一般診療所・歯科診療所他 全部開示 福祉保健 医務課

120H30.5.17H30.5.30山梨県内の｢薬局｣｢高度管理医療機器等販売
業貸与業｣｢薬局製造販売医薬品の製造販売
業｣｢毒物劇物一般販売業｣｢医薬品卸売販売
業｣の施設名称､所在地他

平成30年4月30日時点の・薬局許可一覧（電磁的記録）・高
度管理医療機器等販売業・貸与業許可一覧（電磁的記録）
他のうち、業種、許可番号、店舗の名称他

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

121H30.5.17H30.5.29「富士箱根伊豆国立公園特別地域内の工作物
の増築について（平成16年11月15日付け山梨
県指令み自第1264号）」

「富士箱根伊豆国立公園特別地域内の工作物の増築につ
いて（平成16年11月15日付け山梨県指令み自第1264号）」
のうち申請資料一式

一部開示 1 森林環境 みどり自然課

122H30.5.18- 山梨県立中央病院における私本人の診療記録 取下げ 1（独）病院機構 山梨県立病院機構

123H30.5.18H30.6.1 免許外教科担任制度に関する基礎資料の2～
3ページの根拠となる数値を山梨県教育委員会
が文部科学省に報告した文書一式

平成28年度教員免許状授与件数等調査及び教員免許制
度の適切な運用について（依頼）他

全部開示 教委 義務教育課

124H30.5.21H30.5.28山梨県森林環境部の独自積算基準の最新版
（基準の詳細、施工単価コード、採用する基準
先などが記載されているものなど）一式。

条件単価一覧表（電磁的記録）（平成30年5月1日現在） 全部開示 森林環境 治山林道課

125H30.5.21H30.5.28営繕課-17-0118県営住宅山王団地1号館全面
的改善工事監理業務委託（一部債務）他2件に
係る実施設計書

営繕課-17-0118県営住宅山王団地1号館全面的改善工事
監理業務委託（一部債務）他2件に係る実施設計書

全部開示 県土整備 営繕課

126H30.5.21H30.6.20あけぼの医療福祉センターH30年度産業廃棄
物の処理委託契約書について、入札仕様書
（排出形態、排出数量、収集頻度等）入札状況
（業者名、各入札価格、各処分場先等）

長期継続契約に係る指名競争入札の執行について（医療
廃棄物収集運搬及び処理業務）

一部開示 1 福祉保健 あけぼの医療福祉セ
ンター

127H30.5.21H30.5.28峡南建設事務所17-0209一般県道光子沢大野
線道路工事（明許）他1件に係る金入り設計書

峡南建設事務所17-0209一般県道光子沢大野線道路工事
（明許）他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

128H30.5.22H30.6.5 主要地方道塩山勝沼線舗装工事（明許）の契
約より現在（H30.5.22）までの文書一切

主要地方道塩山勝沼線舗装工事（明許）の契約より現在
（H30.5.22）までの文書一切

一部開示 1 1 1 県土整備 峡東建設事務所

129H30.5.22H30.6.5 中部横断自動車道中富ICアクセス道路の道路
平面図（縮尺1/1000程度）

中部横断自動車道中富ICアクセス道路の道路平面図 全部開示 県土整備 道路整備課

130H30.5.24H30.6.8 精神科病院の状況をまとめた精神保健福祉資
料（平成29年6月30日時点）のエクセルシートの
中で、「平成29年6月30日0時時点の在院患者」
のシート（病院・診療所5のタグ）全病院分

平成29年度630調査について（自治体・医療機関） 一部開示 1 福祉保健 障害福祉課
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 対象行政文書の名称決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局決定内容

131H30.5.25- 道路管理課17-0010主要地方道白井甲州線市
之蔵橋耐震補修工事の4（一部債務）

取下げ 1県土整備 道路管理課

132H30.5.25H30.6.4 峡東建設事17-0154一般国道140号鶏冠山大
橋耐震補強工事（一部債務）

峡東建設事17-0154一般国道140号鶏冠山大橋耐震補強
工事（一部債務）

全部開示 県土整備 峡東建設事務所

133H30.5.25H30.6.7 峡南建設事17-0122主要地方道南アルプス公
園線慶雲橋（下部工）耐荷補強工事（明許）峡
南建設事-16-0150主要地方道市川三郷身延
線久那土橋耐震補強工事（一部債務）

峡南建設事17-0122主要地方道南アルプス公園線慶雲橋
（下部工）耐荷補強工事（明許）峡南建設事-16-0150主要
地方道市川三郷身延線久那土橋耐震補強工事（一部債
務）

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

134H30.5.25H30.5.29流域下水道-17-0039釜無川流域下水道釜無
川浄化センター放流渠耐震工事

流域下水道-17-0039釜無川流域下水道釜無川浄化セン
ター放流渠耐震工事

一部開示 1 県土整備 流域下水道事務所

135H30.5.25H30.6.22山梨県立中央病院、山梨県立北病院2院分
H30年度（もしくは直近）産業廃棄物、特別管理
産業廃棄物の処理委託契約について・入札仕
様書・入札状況

山梨県立中央病院が平成27年10月1日付けで締結した感
染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約書、感染性廃
棄物処分業務委託契約書、及び当該契約に係る契約書他

一部開示 1 1 （独）病院機構 山梨県立病院機構

136H30.5.28H30.6.4 平成29年度ー教義第3651号ー公立小・中学校
事務職員の職務について（通知）の起案書のす
べて

公立小・中学校事務職員の職務について（通知）他 全部開示 教委 義務教育課

137H30.5.28H30.6.5 一般県道割子切石線道路平面図中富インター
チェンジの取り付け道路（割子切石線から52号
新橋までの区間）

一般県道割子切石線道路平面図中富インターチェンジの
取り付け道路（割子切石線から52号新橋までの区間）

全部開示 県土整備 道路整備課

138H30.5.29- 平成30年4月1日から平成30年4月30日の間に
山梨県全県税事務所にて受理された法人の設
立・変更等の届出書

取下げ 1総務 総合県税事務所

139H30.5.30H30.6.12平成30年4月1日から平成30年4月31日の間に
山梨県全県税事務所にて受理された法人の設
立・変更等の届出書

法人設立届一覧（平成30年4月受理分） 一部開示 1 総務 総合県税事務所

140H30.5.30H30.6.12随意契約の入札「記録式飲酒検知器DPA-9型
（公示日：2012年7月27日）」について(1)山梨県
庁の入札情報(2)山梨県庁の入札結果(3)山梨
県庁の入札に伴う契約書

記録式飲酒検知器DPA-9型の随意契約に係る(1)山梨県
庁の入札情報(2)随意契約結果表(3契約書

一部開示 1 出納 管理課

141H30.5.30H30.6.12記録式飲酒検知器DPA-11型（公示日：2016年
6月18日）」について(1)山梨県庁の入札情報(2)
山梨県庁の入札結果(3)山梨県庁の入札に伴
う契約書

記録式飲酒検知器DPA-11型の随意契約に係る(1)山梨県
庁の入札情報(2)随意契約結果表(3契約書

一部開示 1 出納 管理課

142H30.5.30H30.6.12随意契約の入札「記録式飲酒検知器（公示日：
2014年6月10日）」について(1)山梨県庁の入札
情報(2)山梨県庁の入札結果(3)山梨県庁の入
札に伴う契約書

記録式飲酒検知器の随意契約に係る(1)山梨県庁の入札
情報(2)随意契約結果表(3契約書

一部開示 1 出納 管理課

143H30.5.30H30.6.12随意契約の入札「記録式飲酒検知器DPA-11
型（公示日：2015年8月4日）」について(1)山梨
県庁の入札情報(2)山梨県庁の入札結果(3)山
梨県庁の入札に伴う契約書

記録式飲酒検知器DPA-11型の随意契約に係る(1)山梨県
庁の入札情報(2)随意契約結果表(3契約書

一部開示 1 出納 管理課
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況

８条
１号

８条
２号

８条
３号

８条
４号

８条
５号

８条
６号

その
他

番号 請求日 対象行政文書の名称決定日 請求に係る行政文書の名称又は内容

不開示の根拠条号

担当課等 備考担当部局決定内容

144H30.6.1 H30.6.6 塩川の水量に関するデータ’17年1月1日～’17
年12月31日までの1年分計測ヶ所大渡及び下
神取上記データエクセルでのデータ

塩川の水量に関するデータ 全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

145H30.6.5 H30.6.19○○○○が、光ファイバーを道路反対側の家
屋に引き込むために、山梨県道20号甲斐芦安
線を横断設置した、電線架空配線の道路管理
者に対する道路占有許可の開示

道路占用許可申請書（協議）書（南アルプス市○○番地） 不存在に
よる不開
示

1県土整備 中北建設事務所

146H30.6.5 - 【食品営業者台帳】山梨県が平成26年6月1日
から平成30年5月31日までの期間に新規及び
更新許可した飲食店営業の施設の営業所の名
称、申請者氏名他の一覧表

取下げ 1福祉保健 衛生薬務課

147H30.6.6 H30.6.19県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平
成30年5月6日から平成30年6月5日までに受理
した「廃止届の写し、または廃止がわかる書面
の写し」または廃止施設一覧

県内全域の薬局、医薬品販売業の廃止情報平成30年5月6
日から平成30年6月5日までに受理した「廃止届の写し、ま
たは廃止がわかる書面の写し」または廃止施設一覧

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

148H30.6.6 H30.6.13県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年5月6日から平成30年6月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

中北保健所（峡北支所を除く）管内における病院廃止届け
等。ただし、平成30年5月6日から平成30年6月5日までのも
の。

一部開示 1 1 福祉保健 中北保健福祉事務所

149H30.6.6 H30.6.12県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年5月6日から平成30年6月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

中北保健所峡北支所管内における病院廃止届け等。ただ
し、平成30年5月6日から平成30年6月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 中北保健福祉事務所
峡北支所

150H30.6.6 H30.6.19県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年5月6日から平成30年6月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

峡東保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年5月6日から平成30年6月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡東保健福祉事務所

151H30.6.6 H30.6.14県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年5月6日から平成30年6月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

峡南保健所管内における病院廃止届け等。ただし、平成30
年5月6日から平成30年6月5日までのもの。

不存在に
よる不開
示

1福祉保健 峡南保健福祉事務所

152H30.6.6 H30.6.8 県内全域の病院、診療所（歯科を含む）の廃止
情報平成30年5月6日から平成30年6月5日まで
に受理した「廃止届の写し、または廃止がわか
る書面の写し」または廃止施設一覧

富士・東部保健所管内における病院廃止届け等。ただし、
平成30年5月6日から平成30年6月5日までのもの。

一部開示 1 1 福祉保健 富士・東部保健福祉
事務所

153H30.6.13H30.7.6 ○○○○が申請した県土砂の埋立て等の規制
に関する条例に基づく書類（平成30年1月11日
許可）

山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例第6条の規定
に基づく土砂の埋立て等等の許可について他

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

154H30.6.13H30.6.18○○が土壌汚染対策法に基づく届出書類（H28
年8月5日届出済み）

平成28年8月5日付け「一定の規模以上の土地の形質の変
更届出書」

一部開示 1 1 森林環境 大気水質保全課

155H30.6.13H30.6.26平成29年1月1日から平成29年12月31日の期
間に新規開設及び廃止届にあった歯科技工所
名簿一覧

山梨県内で平成29年1月1日から平成29年12月31日までに
新規開設及び廃止届のあった歯科技工所名簿一覧

一部開示 1 福祉保健 医務課

156H30.6.13H30.6.22記録式飲酒検知器DPA-11型平成28年度・29
年度・30年度の随意契約書・物品売買契約書
記録式飲酒検知器DPA-9型平成28年度・29年
度・30年度の随意契約書・物品売買契約書

記録式飲酒検知器DPA-11型平成28年度・29年度・30年度
の随意契約書・物品売買契約書記録式飲酒検知器DPA-9
型平成28年度・29年度・30年度の随意契約書・物品売買契
約書

一部開示 1 出納 管理課
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平成30年度　行政文書開示請求の内容及び処理状況
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担当課等 備考担当部局決定内容

157H30.6.13- 山梨県土砂の埋め立て等の規制に関する条例
第6条に基づく許可について（高野工務所）位置
図

取下げ 1森林環境 中北林務環境事務所

158H30.6.18H30.7.2 ・峡東林環事峡東林環事-18-0008室床川上流
治山工事他11件に係る金入り設計書

・峡東林環事峡東林環事-18-0008室床川上流治山工事他
11件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡東林務環境事務所

159H30.6.18H30.6.28・峡南林環事峡南林環事-18-0009林道豊岡
梅ヶ島線改良工事他7件に係る金入り設計書

・峡南林環事峡南林環事-18-0009林道豊岡梅ヶ島線改良
工事他7件に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

160H30.6.18H30.6.25・中北林環事中北林環事-18-0022高成沢治山
工事他14件に係る金入り設計書

・中北林環事中北林環事-18-0022高成沢治山工事他14件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

161H30.6.18H30.7.2 ・富東林環事富東林環事-18-0012大の入治山
工事他8件に係る金入り設計書

・富東林環事富東林環事-18-0012大の入治山工事他8件
に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 富士・東部林務環境
事務所

162H30.6.18H30.6.21・峡東農務事峡東農務事-18-0008菱山地区農
道14号（第1工区）舗装工事に係る金入り設計
書

・峡東農務事峡東農務事-18-0008菱山地区農道14号（第1
工区）舗装工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡東農務事務所

163H30.6.18H30.6.27・峡南農務事峡南農務事-18-0006身延南部地
区相又4・5工区舗装工事に係る金入り設計書

・峡南農務事峡南農務事-18-0006身延南部地区相又4・5
工区舗装工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 農政 峡南農務事務所

164H30.6.18H30.7.9 ・営繕課営繕課-17-0184県営住宅白州団地他
1団地風呂釜・浴槽取替工事（明許）他8件に係
る金入り設計書

・営繕課営繕課-17-0184県営住宅白州団地他1団地風呂
釜・浴槽取替工事（明許）他8件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 営繕課

165H30.6.18H30.6.26・峡東建設事峡東建設事-18-0023一般県道市
之蔵山梨線舗装工事他1件に係る金入り設計
書

・峡東建設事峡東建設事-18-0023一般県道市之蔵山梨線
舗装工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡東建設事務所

166H30.6.18H30.6.29・中北建設事中北建設事-18-0092山梨県総合
河川情報システム通信設備更新工事他4件に
係る金入り設計書

・中北建設事中北建設事-18-0092山梨県総合河川情報シ
ステム通信設備更新工事他4件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所

167H30.6.18H30.6.22・中北建設事中北建設事-18-0069国道141号
道路防災工事(2工区)他1件に係る金入り設計
書

・中北建設事中北建設事-18-0069国道141号道路防災工
事(2工区)他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中北建設事務所　峡
北支所

168H30.6.18H30.6.22・峡南建設事峡南建設事-18-0042瀬戸日影急
傾斜地崩壊対策工事に係る金入り設計書

・峡南建設事峡南建設事-18-0042瀬戸日影急傾斜地崩壊
対策工事に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

169H30.6.18H30.6.25・中部推進中部推進-18-0003一般県道割子切
石線八日市場6工区舗装工事他2件に係る金
入り設計書

・中部推進中部推進-18-0003一般県道割子切石線八日市
場6工区舗装工事他2件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 中部横断自動車道推
進事務所
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170H30.6.18H30.6.21・富東建設事富東建設事-18-0047国道139号
外災害防除工事他1件に係る金入り設計書

・富東建設事富東建設事-18-0047国道139号外災害防除
工事他1件に係る実施設計書

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

171H30.6.15H30.6.20塩川の年間水量に関するデータ大門塩川ダム
管理事務所の上流部(大門)及び下流部（高速
道路の上流）のデータ

塩川の水量に関するデータ 全部開示 県土整備 大門・塩川ダム管理
事務所

172H30.6.20H30.6.28峡南林環事-18-0015工事名：林道貫ヶ岳西線
開設工事上記工事の実施設計書（金入設計
書）と見積参考資料。

峡南林環事-18-0015工事名：林道貫ヶ岳西線開設工事上
記工事の実施設計書（金入設計書）と見積参考資料。

一部開示 1 森林環境 峡南林務環境事務所

173H30.6.20H30.6.28峡南建設事-15-0089工事名：火打石急傾斜地
崩壊対策工事上記工事の実施設計書（金入り
設計書）と見積参考資料。

峡南建設事-15-0089工事名：火打石急傾斜地崩壊対策工
事上記工事の実施設計書（金入り設計書）と見積参考資
料。

一部開示 1 県土整備 峡南建設事務所

174H30.6.21H30.6.25蜜蜂飼育届一覧（最新の一覧） 山梨県内の蜜蜂飼育届一覧のうち飼育者氏名・住所 全部開示 農政 畜産課

175H30.6.21H30.7.2 山梨県山地災害危険地区位置情報・山腹崩壊
危険箇所シェープデータ・崩壊土砂流出危険地
区シェープデータ・地すべり危険地区シェープ
データ

山梨県山地災害危険地区位置情報 全部開示 森林環境 治山林道課

176H30.6.22H30.7.4 都市計画課-16-0001(主)甲府韮崎線(平和通
り)道路改良工事以上の公共工事の金入り設
計書

都市計画課-16-0001(主)甲府韮崎線(平和通り)道路改良
工事以上の公共工事の実施設計書

一部開示 1 1 県土整備 都市計画課

177H30.6.22H30.6.26峡南林環事-18-0031林道湯之奥猪之頭線整
備工事峡南林環事-18-0009林道豊岡梅ヶ島
線改良工事以上の公共工事の金入り設計書

峡南林環事-18-0031林道湯之奥猪之頭線整備工事峡南
林環事-18-0009林道豊岡梅ヶ島線改良工事以上の公共
工事の実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 峡南林務環境事務所

178H30.6.22H30.6.28中北建設事-17-0425（主）北杜富士見線東沢
橋耐震補強工事（明許）以上の公共工事の金
入り設計書

中北建設事-17-0425（主）北杜富士見線東沢橋耐震補強
工事（明許）以上の公共工事の実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所

179H30.6.22H30.6.27中北林環事-18-0040林道南アルプス線（赤抜
沢工区）改良工事に係る金入り設計書

中北林環事-18-0040林道南アルプス線（赤抜沢工区）改
良工事に係る実施設計書

一部開示 1 1 森林環境 中北林務環境事務所

180H30.6.22H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

181H30.6.22H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

182H30.6.22H30.6.28中北建設事-17-0425(主)北杜富士見線東沢橋
耐震補強工事(明許)実施設計書(金入り設計書
の全て)(本工事費内訳書・工事明細書・科目明
細書・施工単価表・諸経費計算書)

中北建設事-17-0425(主)北杜富士見線東沢橋耐震補強工
事(明許)に係る実施設計書

全部開示 県土整備 中北建設事務所峡北
支所
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183H30.6.25H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

184H30.6.25H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

185H30.6.25H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

186H30.6.25H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

187H30.6.25- 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

取下げ 1議会 議会事務局総務課

188H30.6.25H30.7.2 平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に
供する書類

平成29年度政務活動費収支報告書の閲覧に供する書類 全部開示 議会 議会事務局総務課

189H30.6.27H30.7.26医療法人の指定会計期末の決算文書他 医療法人の指定会計期末の決算文書他 一部開示 1 福祉保健 医務課

190H30.6.27H30.7.25旅館業の許可を受けた者にかかる施設名称、
施設所在地、営業車名（代表者名）、営業車住
所、種別、許可日及び許可番号

旅館業の許可を受けた者にかかる施設名称、施設所在
地、営業車名（代表者名）、営業車住所、種別、許可日及び
許可番号

一部開示 1 福祉保健 衛生薬務課

191H30.6.28H30.7.9 富東建設事16-0359国道139号外道路防災カ
ルテ点検業務委託（明許）報告書施設管理番
号G035A101の防災カルテと位置図

富東建設事16-0359国道139号外道路防災カルテ点検業
務委託（明許）報告書施設管理番号G035A101の防災カル
テと位置図

一部開示 1 県土整備 富士・東部建設事務
所

192H30.6.28H30.7.30山梨県が所管する全ての医療法人事業報告書
等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益
計算書)平成28年度(平成28年4月から平成29
年3月)

医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益
計算書

一部開示 1 1 1福祉保健 医務課

193H30.6.29H30.7.26・平成25年度山梨県立科学館指定管理者募集
の際の現指定管理者の提出した指定管理者業
務の実施に関する計画書他

・平成25年度山梨県立科学館指定管理者募集の際の現指
定管理者の提出した指定管理者業務の実施に関する計画
書他

一部開示 1 1 教委 社会教育課
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